
 

 

「信仰年」を前にして 

       マリスト教育修道士会  吉田 治美 

は、イエス様が群衆に語りかけてお

られる情景を想像します。群衆の後

ろの方に、人目を避けるようにして、もう

何度か見かける―人の男が、イエス様の話

に聞き入っています。自分を恥じ、自分を

責め、後悔し、今の生き方をどう変えたら

よいのか、変えられるのか、苦悩していま

す。 

の場面では、―人の女がやはり何度

も来ています。目立たないように群

衆の後ろの方で、恐らく初めのうちは冷や

かし半分、好奇心半分、反抗心半分に、そ

れでもやがてイ工ス様の話しに聞き入る

ようになり、良心に痛みを感じ始め、次第

に自分を恥じ、後悔し、悩み、できるもの

なら生き方を変えたいと渇望するように

なっていました。 

る日、収税所にいたマタイは、イエ

ス様に ［私について来なさい］と呼

ばれて仰天しました。思わず 「私は徴税

人ですよ、それでもよいのですか」と、聞

き返していたかも知れません。 後に、使

徒となり、福音書を残し、宣教し続け、殉

教しました。七つの悪霊を追い出していた

だいたといわれる女 (ルカ8:2)は、完全に

悔い改めていました。イエスの足元に来て、

御足にこぼした涙を自分の髪の毛で拭い

たこの女は、イエス様から完全な心のいや

し、赦しを受けました。諸説ありますが、

私はこの女はマグダラのマリアだと思っ

ています。後に十字架の下にマリア様と共

に留まり、イエス様の復活に最初に出会わ

せていただいたマグダラのマリアは、徴税

人マタイと共に、後に聖人とされています。 

エス様は三年の間人々に語り続けら

れました。イ工ス様の話に聞き入って、

どれほど多くの人が信仰に入り、人生を―

変させられたことでしょうか。「実に信仰

は聞くことにより、しかも  キリストの言

葉を聞くことによって始まるのです」(ロー

マ1０:17)。残念なことに、イエス様の言

葉を聞いても、さして関心のない人々や、

聞けば聞くほど反感、敵意をつのらせて行

ったファリサイ派、律法学者のような人々

も多くいました。信仰は頭の問題ではなく、

心の問題なのです。 

心に耳を傾けていたマタイ、マグダ

ラのマリアには、イエス様が群衆に

向かって語っておられるのに、直接自分に

向って語っておられるように感じていた

のではないでしょうか。英語の聖書を読む

と、日本語の訳で読むのとは違った感じが
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するときがあります。英語では、あなた方

も、あなたも、同じくYOUです。ですから

私はいつも、「あなたがた」とあるところ

は、意識して心の中で 「あなた」と言い

換えて読むことにしています。その違いは

顕著です。「あなたは」と読みかえると、

イエス様の御言葉が、まっすぐ私に向かっ

て話しかけて来られるように感じるので

す。 

とえば次の御言葉の中で、あなたが

たを 「あなた」と読み替えてみると、

その違いに驚くでしょう。「わたしの言葉

にとどまるならば、あなたは本当にわたし

の弟子である。あなたは真理を知り、真理

はあなたを自由にする」(ヨハネ8:13)。「思

い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。

神があなたのことを心にかけていてくだ

さるからです」(1ペトロ5:7)。 「いつも

喜んでいなさい。絶えず折りなさい。どん

なことにも感謝しなさい。これこそ、イエ

ス・キリストにおいて、神があなたに望ん

でおられることです」(1テサロ二ケ5:16)。 

エス様は、福音記者を通して、パウ

ロの言葉を通して、聖書を開きさえ

すれば、私たちに、二千年前と少しも変ら

ない新しい、権威ある御言葉を語ってくだ

さいます。心の糧である御言葉に心を開い

て、毎日、少しずつでも、読み、親しみ、

これまで守ってきた信仰を、よりいっそう

深めていただきましょう。「心に植え付け

られた御言葉を受け入れなさい。この御言

葉はあなたの魂を救うことができます。御

言葉を行う人になりなさい・・・聞くだけ

で終わる者になってはいけません」 (ヤコ

ブ1:21) 

皇ベネディクト16世は、この1０月

11日から来年11月24日までの―

年間を 「信仰年」と定められました。

使徒たちがイエス様に願ったように、私た

ちも願いましょう。「わたしの信仰を増し

てください」(ルカ17:5)と。 

今月から始まる「信仰年」とは？？ 

◇教皇ベネディクト 16 世は、2012 年

10 月 11 日（第二バチカン公会議開幕 50

周年・『カトリック教会のカテキズム』発

布 20 周年記念日）から、2013 年 11 月

24 日（王であるキリストの祭日）までを

「信仰年」と定めました。 

 

 

 

 

 

◇教皇が呼びかける「信仰」の再発見とあ

かし  

愛の喜び、悲惨な苦しみと痛みへの答え、

人から受けた侮辱をゆるす力、死の空虚に

対するいのちの勝利・・・この世の一切の

試練への勝利は、人となられ復活されたキ

リストの内に実現します。特に今、深刻な

変化の時代において、キリストを信じる全

ての人が信仰を強め、キリストの福音に従

うよう求められています。 

 教皇は、第二バチカン公会議を新しい世

た 

イ 

教 

四角形で示される区画の中で、

教会を象徴する船が波の上を進

む。船のメーンマストの十字架

とともに、3 つの帆が、キリス

トを表す 3 文字（IHS）をかた

どる。帆の背景の太陽は、IHS

の 3 文字とともに聖体を示す。 

〈カトリック中央協議会 Web ペー

ジより〉 

 

「信仰年」のシンボルマーク 
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紀の教会の歩みを方向付ける羅針盤と位置

づけ、会議の最も重要な成果である『カテ

キズム』を、信仰を再発見し強めるための

助けとして推奨しています。カテキズムは、

聖書に始まり何世紀にもわたる教父・神学

の師・聖人の信仰内容を、正確かつ体系的

に記したものです。 

また、教皇は、信者一人一人が、「世に

おける復活したキリストの現存の生きたし

るし」として、愛の実践を伴う信仰のあか

しを行うよう求めています。歴史を越えて

一貫した信仰を世にあかしし、主が来られ

るまで主の十字架と死を告げ知らせましょ

う。 

＊教皇ベネディクト十六世 自発教令『信仰

の門－「信仰年」開催の告示』より要約（広

報 Y）（上記の原文、信仰年中の行事予定

など詳細はカトリック中央協議会 Web ペ

ージでご覧ください。） 

 

敬老の日のミサと集い 

９月１６日、敬老の日のミサと集いが開かれ、神父さまによって①灌水、②按手、③塗

油が行われました。 

①灌水・・・神の子として生まれた洗礼の恵みを思い起こす。 

②按手・・・特に聖霊の恵みを受ける。 

③塗油・・・敬老のミサの中心。心と体の癒しと罪の赦し。キリスト者は、洗礼の塗油（新

しいいのちの証印）と堅信の塗油（戦いにうち勝つ聖霊を受ける）、最後の塗油（御父の

もとへ向かう前の最後の戦いの備え）によってこの世の試練を乗り越え、完徳へと向かう。 

＊『カテキズム』参照（広報 Y） 

 

 

 

 

 

 

 

みことばに養われた心で 

                                               フィリポ S.M 

まだ若く学生だった頃、「若者よ、体を

鍛えておけ。美しい心がたくましい体に、

からくも支えられる日がいつかは来る。そ

の日のために……」という歌をよく歌った。 

あまりたくましくもなく、どちらかとい

うとへばりやすい体質だったわたしには、 

「美しい心が、たくましい体に支えられ

る」ということばがひどく共感されたゆえ

（ミサの様子） 

     （集いの様子） 
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だった。 

  それ以来、時は流れ流れて五十有余年。

体がたくましくなった記憶もなく、まして

や、心が美しくなった覚えなどさらさらな

い。多少は、落ち着きというかゆとりとい

うか、それらしい雰囲気だけが腹の脂肪と

ともに体に付いたようではある。いうまで

もなく、"目はかすみ、耳は鈴なり、頭に

は雪を…"へと進んでいるのは違いない。 

  しかし、しかしである。いささか強引に

思いをいたすに、 「体がへたり始めたの

なら、心が体を引っ張るというのはどう

だ！」と開き直ってみることにした。わた

したちの仲間にも、いろいろの不自由を押

して教会に足を運び、ご聖体をいただき、

笑顔で仲間と言葉をかわし、再会を約して

いる人たちが幾人もあるではないか。わた

しの心が美しいかどうかなどはちょっと

脇へ置いて、まずはみことばに養われた、

栄養たっぷりの心であるべきだろう。その

心が、へたりかけた体を励まし支えて、思

いもかけなかった場面が生じるかもしれ

ない。 

  世のため、人のため、教会のため、いや

いやそこまで言わなくても、せめて孫たち

のために「みことばに養われた心」の魅力

を伝えられるように、与えられる時を静か

に生きていこう。 

  なにも、開き直るほどのことでもない。

ことの多い昨今の世の中、原点をしっかり

見据えて 「一日一生」の日々を過ごして

いくことにしよう。 

  残暑に疲れてウトウト居眠りをしてい

て、なにやら夢を見ていたようである。

  

～典礼シリーズ～ 第３回 

「栄光の賛歌」 

典礼委員会 

 

 この古い賛歌の冒頭部分は、言わずと

知れた主の御降誕の日、羊飼い達に現れ

た天使に合流した天の大軍が唱えた賛歌

である。（ルカ２：１４）栄光の賛歌で

の「善意の人」は聖書では「み心にかな

う人」となっている。「栄光の賛歌」に

は「神」と「主」が出てくるが、３節か

ら８節まで「われら主をほめ・・・主の

大いなる栄光のゆえに感謝し奉る」の主

は神を表している。ラテン語の Gloria で

は Laudamus te, Benedicimus te, 

Adramus te, Glorificamus te のよう

に te（あなた）という親しみを込めた語

になっている。又、この部分は mus te 

と韻をふむことでリズミカルな美しい響

きになっている。個人的想像であるが、

日本語でも言葉のリズムを大切にして、

神とは訳さず主としたのではないだろう

かという気がする。９節からの１３節ま

での「主なる御ひとり子、イエス・キリ

ストよ・・・父の右に座したもう主よ、

われらをあわれみたまえ」における「主」

は明らかに御子イエスを表している。こ

こで１１、１２、１３節に「世の罪を除
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きたもう主よ、われらをあわれみたまえ。

世の罪を除きたもう主よ、われらの願い

をききいれたまえ。父の右に座したもう

主よ、われらをあわれみたまえ。」と「あ

われみの賛歌」や平和の賛歌」と共通す

る語句がならぶ。これは神の偉大さの前

に余りにも小さな私たちを示唆すると共

に、神の御ひとり子でありながら世（私

たち）の罪を背負って十字架につけられ

た「いけにえの子羊」を想起させる。こ

の３節は第１０節の「神なる主、神の子

羊、父のみ子よ」を修飾する形になって

いる。Gloria を見れば明快である。qui 

tollis peccata mundi, (miserere 

nobis) qui tollis peccata mundi, 

(suscipe deprecationem nostrem) 

qui sedes ad dexteram Patris, 

(miserere nobis)と関係代名詞 qui で

始まっていることから分かるように１１

～１３節は１０節の関係節である。そし

て１４、１５、１６節の「主のみ聖なり、

主のみ王なり、主のみいと高し、イエス・

キリストよ」と信仰宣言とも言える節に

繋がっていく。ここでの「主」ももちろ

ん御子イエスをさしている。結びの１７

節で「聖霊と共に、父なる神の栄光のう

ちに」と三位一体の神への賛美が唱えら

れ、「アーメン」（そのとおりです）で

締めくくられる。 

 なお、この賛歌は主日と祭日および祝

日、特別の盛大な祭儀で唱えられ、四旬

節、待降節には省かれることになってい

る。（ミサ典礼書の総則３１） 

〈文責：H〉 

 

自分の霊名にまつわるエピソードを紹介する新シリーズ ⑧ 

 

 

ペトロ R.I 

私は幼児の頃から大学を出て家を離れるまで、ずっと九州の博多で過ごしました。 

ミサ礼拝で教会に通い（？）始めたのは 4 歳頃だったと思います。もちろん自分の意

志でではなく、日曜日に家に残っても一人ぼっちになるのが嫌で、親父やおふくろに手を

引っ張ってもらい、道中の階段では両方の手にぶら下がって、ぶらんぶらんさせてもらい

ながら行った事を覚えています。最初２年間ほどは黒田城のお堀端にある“浄水通り教会”

でしたが、家に近い丘の上に“西新町教会”が新築されてそちらに移りました。そして我

が家も古い長屋から新築の家になって転校した小学校 3 年生の時、教会も高宮教会に移

ったのですが、この教会で青春の全ての想い出が詰まった 14年間を過ごさせていただき

ました。高宮教会はフランシスコ修道会の小神学校が付いた教会で、大好きなドイツ人の

ソラノ神父様（故）が私達の主任司祭で、毎週土曜日の午後 3 時から 4 時まで公教要理

の勉強をし、侍者も務めたりしましたが、5 年生になって洗礼を受ける時、神父様がペト

ロという名前を決めていると聞かされ“ああ、そうか”と何か自然に受け止めました。 

私私  のの  霊霊  名名  
MMyy  CChhrriissttiiaann  NNaammee  
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父がフランス文学の教授であったため、家には父の親しいフランス人の司祭がたびたび

訪れていましたが、その人が父に向かって話す時“ピエール、ピエール”と呼びかけてい

たのです。父がそれは“石”という意味だと聞かせてくれました。ソラノ神父は洗礼名の

由来を私に言わなかったのですが、きっとそれに近い線で“ペトロ”になったのではない

かと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

評評 議議 会会 よよ りり  

  

  

  

  

  

  

１）神戸地区宣教評議会の広報委員長を 23年間にわたって務めてこられた Y.Nさんが 6

月をもって交代（退任）されました。神戸地区だより「つながり」として今は定着してい

ますが発行初期より責任者として長年にわたって関わってこられました。 

これまでのご努力ご苦労には多大なものがあったと思われます。北須磨教会としまして

Y.N さんに心からお礼と感謝を申し上げます。 

2）信仰年が開催されます（2012 年 10 月 11 日～2013 年 11 月 24 日）。 

小教区でも期間中目標を定めて実りあるものとして取り組む様に勧められています。評

議会で具体的内容を検討中です。ご意見をお寄せください 

  

社社 会会 活活 動動 委委 員員 会会 よよ りり   

  

アルミ缶回収にご協力ありがとうございます。４～９月までのアルミ缶還元金は3872

円でした。業者さんに届けて下さった S さん有難うございました。 

２０１２年１０月ミサ奉仕担当者表 (敬称略) 典礼委員会 

月日 主日 担当神父 先唱者 オルガン 聖体奉仕 聖書朗読 共同祈願他 ミサ準備 備 考 

10・ 7(日)10 時 

年間第 27 主日 

合同堅信式・明石 

 《 明石教会にて合同堅信式ミサを行なうため、北須磨教会でのミサはありません。》 

 

 

 

 10・14(日)9 時 

年間第 28 主日 

 

未定 

 

 

S.N 

 

S.Y 
R.I 

(北) 

①J.M 

②K.Y 

３、６B,

７地区 

N・K 

(洗) A.T 
 

10・21(日) 9 時 

年間第 29 主日 

 

未定 

 

K.H K.K 
K.Y 

(南) 

①Y.Y 

②K.Y 

３、６B,

７地区 

I・H 

(洗) A.T 
 

10・28(日)９時 

年間第 30 主日 

 

未定 

 

(子供ミサ

担当) 
K.T 

T.K 

(北) 

①子供ﾐｻ担当 

②   〃 

( 子供ミ

サ担当) 

K・Y 

(洗) A.T 
 

《註》変更のある場合は、お聖堂入口の掲示表を赤ボールペンでご修正下さい。 

ジェリー神父さまが加古川教会へ異動されたため各週のミサ担当司祭は未定です。 
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高高 齢齢 者者 委委 員員 会会 よよ りり   

チーム北須磨では毎月第 1 火曜日と第 3 木曜日に病者・高齢者訪問を始めました。一緒に訪問をしたい

というご希望をお持ちの方、またチーム北須磨の訪問をお望みの方はどうぞお知らせください。 

～病者・高齢者訪問“チーム北須磨”に参加して～

9 月 20 日（第３木曜日）、私は Sr.前

田、K さんのグループで高倉台の Nさん

ご夫妻と西神南の T さんのご自宅を訪問

しました。N さんとは 10 年近くお会い

していないので私のことを覚えてくださ

っているだろうか？T さんはお名前もお

顔も知らない方なのに私なんかが訪問し

てもいいのだろうか？とちょっぴり不安

な気持ちもありました。でも、最初に訪

問したN さんが大きなお声で元気よく玄

関に出てきて下さったときに不安はすぐ

に飛んで行きました。N さんが私のこと

を覚えていて下さったことも嬉しかった

のですが、奥様がすごくお元気だったこ

とご主人様が涙を浮かべて訪問を喜んで

下さり帰りには門の外まで出て見送って

下さったことと、何よりも何年ぶりかに

N さんご夫妻にお会いできたことがとて

も嬉しかったです。 

つぎに、T さんのお宅を訪問しました。

3 人とも初対面だったのですが快く招い

て下さいました。T さんはシスターが訪

問して下さったことが嬉しかったご様子

で Sr.前田とのお話が弾んで、あっという

間に時間が経ちました。ご趣味でパッチ

ワークをされていてお部屋には素敵な作

品や可愛い作品がいっぱいでした。バザ

ーに出すつもりで作った作品もついお友

達に差し上げてしまうという優しい T さ

んにまたお会いしたいなと思いました。 

少しでも元気を届けられたらと思って

いた私ですが、逆に元気と優しさをもら

って帰って来ました。N さん・T さんあ

りがとうございます。 

これからも出会いと感謝の気持ちを大切

にして、チーム北須磨の訪問活動を続け

ながら他のグループとの情報交換もして

いきたいと思いました。（M.T） 

  

 

 

 

 

 

 

 

☆☆ 御御 帰帰 天天 ☆☆  

ペトロ S.O 様 

2012 年 8 月 17 日御帰天されました。永遠の安息とご家族の平安をお祈りいたします。 
 

編 集 後 記 

 いばらの冠を被るイエス様を描いた作品「Ecce Homo（この人を見よ）」を、自称画家の女性が原画

と全く異なる絵に修復してしまったという報道をご存じですか？大勢の見物客が訪れ、このままにし

てほしいとの声が多くあるそうですが、私自身は原画に忠実に修復し直すべきだと思います。 

 特にカトリックの御絵は、ただの絵ではなく信仰を深めるための特別なものです。なにより司祭の

祝別を受けており、もはやイエス様でなく別人になった絵を、ましてや「この人を見よ」（ピラトの言

葉）という題で、教会に置くべきではないと思います。教会は面白おかしな興味の対象ではなく、信

仰を深める場所です。みなさまのご意見はいかかですか？ 

 今月から信仰年です。この信仰の危機の時代、共に信仰を大切に守り深めていきましょう！（M.Y）    
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１０月１日は、北須磨教会の守護聖人、幼いイエズスの聖テレーズの記

念日です。教会のために特別な執り成しを願って共に祈りましょう。 


